
【NEWS RELEASE】 

2020年 9月 30日 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

日興フロッギー、NTT ドコモと協働し「新しい投資体験」を提案！ 

投資と消費の一体化を促進する「ポイントボーナスチケット」を 10月 1日より期間限定スタート 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社の投資サービス「日興フロッギー+docomo」※は、この度、これまで NTT ドコ

モグループが dポイントクラブ会員を対象に実施されている「ポイントボーナスチケット」に「投資」という観点

を組み合わせた新しいサービス「日興フロッギーボナチケ」を、2020年 10月 1日（木）より期間限定でスタ

ートいたします。本サービスの開始を記念して、dポイントをプレゼントするキャンペーンも実施いたします。 

今回、期間限定で実施する「日興フロッギーボナチケ」は、「投資と消費の一体化・循環」をコンセプトに

掲げた新サービスです。日興フロッギーが提供する情報で、より企業を身近に感じていただき、本サービス

をきっかけに、その企業の商品をお得に手にしていただきます。お客さまには、商品を愛用することで、そ

の企業のファンになっていただくことを目指します。これが「日興フロッギー+docomo」が目指す、「投資と

消費の一体化・循環」です。 

当社は、「日興フロッギー+docomo」を通してポイントによる投資デビューを促進し、お客さまが学びなが

ら投資を実践していくことを応援していきます。今回始まる「日興フロッギーボナチケ」を通じて、投資と消費

の一体化・循環を生み出し、これからの日本をつくっていく方々が、楽しみながら資産形成を行えるようサ

ポートしていきます。 
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【ポイントボーナスチケットのサービス詳細】 

「ポイントボーナスチケット」は、NTT ドコモグループが提供するサービスで、d ポイントクラブ会員を対象

に、「ポイントボーナスチケット」専用サイトで商品のクーポンを選択するだけで、いつものお買い物よりお得

に dポイントがもらえるサービスです。 

今回は、「日興フロッギー」で、この度の取り組みにご賛同いただいた 6 社の企業の株をキンカブ（当社

の「金額」もしくは「株数」を指定して少額の株式投資ができる取引）を使って、買い付けていただいたお客

さまに対し、「日興フロッギーボナチケ」が配布されます。なお、「日興フロッギーボナチケ」はクーポン対象

商品を購入することで通常の d ポイントに加え、さらに d ポイントが進呈されるクーポンです。キンカブでの

買い付けに加え、商品の購入をすることで dポイントを取得できます。 

 
 

【日興フロッギーボナチケの取得・利用方法】 

 
  画面はイメージです 

 

＜参加企業＞証券コード順 

 第一弾【2020年 10月 1日（木）～12月 31日（木）】 

  ・森永製菓 

  ・伊藤園 

  ・エバラ食品工業 

  ・小林製薬 

 

 第二弾【2020年 11月 1日（日）～2021年 1月 31日（日）】 

  ・森永乳業 

  ・明治ホールディングス 

 

例えば、日興フロッギーで A 社の株をキンカブで 500 円買い付けると、A 社が販売する商品「a」を購入

した際に、通常の d ポイントに加えて、さらに最大 100pt までの範囲で d ポイントのクーポンが発行されま

す。お客さまは、期限内であれば自由にクーポンを使うことができます。 

 

森永製菓「in ゼリー」、伊藤園「健康ミネラルむぎ茶」、エバラ食品工業「プチッと鍋」、小林製薬「噛むブ

レスケア」、森永乳業「マウントレーニア」、明治ホールディングス「きのこの山・たけのこの里」が対象になり

ます。なお、対象予定商品が変更になることもございます。 

 

サービス詳細はこちら → https://froggy.smbcnikko.co.jp/28687/ 
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【キャンペーン概要】 

「日興フロッギーボナチケ」の開始に併せて、2020 年 10 月 1 日（木）～12 月 30 日（水）の期間、下記

キャンペーンを実施いたします。 

 

①口座開設キャンペーン dポイント最大 500ポイントプレゼント！ 

キャンペーン期間中にダイレクトコースで新規に口座を開設され、以下のそれぞれの条件をクリアする

と dポイント最大 500ポイントをプレゼントいたします。 

  1. 対象の E メールサービスを 1つ以上お申込み：100ポイント 

  2. ＳＭＢＣ日興証券アプリへのログイン：100ポイント 

  3. 「投資に関するアンケート」へのご回答：300ポイント 

 

②キンカブ取引で dポイント 1,000ポイント当たる！キャンペーン 

キャンペーン期間中にダイレクトコースでキンカブを合計 1,000 円以上（d ポイントでの買い付けも含

む）買い付けいただいた方の中から抽選で 1,000 名様に、d ポイントを 1,000 ポイント（総額 100 万

ポイント）プレゼントいたします。 

なお、キャンペーン期間中にダイレクトコースで新規で口座を開設された方は当選確率が 2 倍となり

ます。 

 

キャンペーンの詳細はこちら → https://froggy.smbcnikko.co.jp/28668 

 

また、本サービスをリリースするにあたり、日興フロッギーでは、ヒット商品にフォーカスして、企業の開発

力やブランド力に迫る新連載も開始します。従来とは違ったアプローチで企業の取り組みなどを解説するコ

ンテンツも増やし、さらに充実した投資情報で「投資と消費の一体化・循環」を目指してまいります。 

 
※ 当社の投資サービス「日興フロッギー」は、2020年 3月に、株式会社 NTT ドコモと提携し、dポイントで株式投資ができるサー

ビス「日興フロッギー+docomo」をスタートいたしました。開始から約半年間で、口座開設数はサービス開始前の約 7 倍、取引

件数は約 5倍（2020年 8月末時点）を突破するなど、多くのお客さまにご好評をいただいております。 

 

以 上 
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【「日興フロッギー」について】 

日興フロッギーは、2016 年 11 月に「投資とお金に関する情報メディア」としてサービスを開始しました。

その後、2019 年 2 月に記事から株（キンカブ）を金額単位で買える取引機能を実装いたしました。そして

2020年 3月には NTT ドコモと提携し、dポイントでの株式投資も可能にいたしました。 

100円／100ポイントから 100万円以下までは買いの手数料ゼロで、記事からそのまま株が買える日本

で初めての投資サービスです。 

現在では 1,200 本以上の記事を公開しており、月間 670 万 PV・60 万 UU を達成し、サービス開始直

後と比べて、口座開設数は約 7倍、取引件数は約 5倍（2020年 8月末時点）になっております。 

 

【メディアキット】 

サービスロゴ、リリース内の画像などは、こちらからダウンロードいただけます。 

 

【留意事項】 

「dアカウント」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

「ポイントボーナスチケット」は、株式会社ドコモ・インサイトマーケティングの登録商標です。 

「日興フロッギー+docomo」は当社のサービスです。ご利用には当社ダイレクトコースの口座と d アカウ

ントが必要になります。 

 

【「日興フロッギー+docomo」における手数料等について】 

日興フロッギーでお取引いただくキンカブ（金額・株数指定取引）（以下「キンカブ」）は、約定代金と別枠

での手数料を徴収しない方式で行うお取引です。キンカブでお取引いただく際、100 万円以下の買い付

けはご負担いただくスプレッド（売買価格の差）はございませんが、売却は、始値よりも 0.5％安い価格でお

取引いただくことでスプレッドをご負担いただきます。また、100万円超の買い付けは始値よりも 1％高い価

格で、売却は 1％安い価格でお取引いただくことでスプレッドをご負担いただきます。なお、約定いただく

際の単価は、買い付け時は円未満切上げ、売却時は円未満切捨てとなります。始値とは、前場と後場それ

ぞれの最初の取引で成立したときの株価をいいます。 

 

【「日興フロッギー+docomo」における取り扱い銘柄について】 

取引対象銘柄は、東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ に上場する振替

機関等に参加している銘柄です。ただし、外国株式はすべて対象外となります。また、当社の判断により個

別に対象とする場合や除外とする場合、また取引に制限を加える場合があります。 

 

【「日興フロッギー+docomo」における取引金額について】 

100円以上、100円単位となります。 

 

【「日興フロッギー+docomo」におけるリスク等について】 

日興フロッギーにおける取扱商品等には、価格変動等により元本損失・元本超過損が生じる恐れがあり

ます。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。 

 

【日興フロッギーボナチケが取得できる対象キンカブ買い付け期間】 

第一弾（対象：4銘柄） ： 2020年 10月 1日（木）～2020年 12月 31日（木） 

第二弾（対象：2銘柄） ： 2020年 11月 1日（日）～2021年 1月 31日（日） 
 

【日興フロッギーボナチケの配布時期について】 

日興フロッギーボナチケは対象キンカブ買い付け期間各月の月初から月末まで（10 月なら 10 月 1 日

～10月 31日）を 1サイクルとしてクーポンが配布されます。クーポンは対象サイクルの翌々月の初旬に配

布されます（10月のサイクルなら 12月初旬）。 

 
 
 
 
 

https://www.smbcnikko.co.jp/service/point/media/200930.html
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【日興フロッギーボナチケ配布条件】 

当社に d アカウント連携いただいているダイレクトコースのお客さまが対象となります。対象期間中に各

月サイクル内で対象銘柄のキンカブ（金額・株数指定取引）を 500 円以上買い付けされ、かつサイクルの

最終日まで保有されたお客さまが対象となります（受渡日基準）。期間中に口座廃止のお手続きをされて

いる場合は対象外となります。登録金融機関（銀行等）経由で当社に開設された口座は対象外となります。

ただし、ネットステーション支店は対象となります。dアカウント連携前に約定した取引は対象外です。 

 

【dアカウント連携について】 

dアカウント連携をする際には、以下の条件を満たす必要があります。 

・dアカウントでサービス連携の同意をすること 

・dアカウントにご登録されている生年月日と当社にご登録されている生年月日が一致すること 

・dアカウントにご登録されている氏名（カナ）が当社にご登録されている氏名（カナ）が一致すること 

全角・半角スペースは削除し、同字の小文字は大文字に自動変換されます。 

上記の条件を満たした場合でも、当社の判断により dアカウント連携を行えない場合がございます。なお

同意事項や利用規約が更新された場合、再同意を依頼させていただきますのでご了承ください。 

 

【ポイント進呈について】 

ポイント進呈状況は dポイントクラブ会員サイトのポイント獲得履歴にてご確認ください。集計時点で dア

カウント連携を解除された場合、d ポイントの進呈を受けられない場合があります。d ポイント進呈の際にお

客さまがご登録いただいた d ポイントカードが無効の場合は、お客さまの権利は失効し、d ポイントの進呈

は受けられません。当社の判断により、d ポイントの進呈を行わない場合があります。誤って d ポイントを進

呈した場合は、当該 d ポイントを取り消すことがあります。取り消す d ポイント数が、保有されている d ポイ

ント数を超える場合、マイナスになります。進呈された d ポイントについての税務上のお取り扱いにつきまし

ては、税理士または最寄りの税務署にご確認ください。 

上記のサービスは、予告なく中止する可能性があります。その場合は、ホームページ等でお知らせいた

します。 

 

商号等 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2251号 

加入協会 

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社

団法人第二種金融商品取引業協会 

 

 

 

 


